
特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会 

2021 年 11 月認定試験実施要項【全資格共通】 

特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会（以下「JAMHA」という）では、2021 年 11 月認定試験

において、新型コロナウィルス感染拡大状況を考慮しました結果、CBT 試験にて試験を実施いたします。 

 

CBT 試験とは 
CBT とは Computer Based Testing の略で、パソコンを使用して受験する試験のことを指します。全国 47

都道府県にあるテストセンターで年間を通して受験できるため、受験者は最寄りの受験会場を選択でき、ま

た都合の良い時間に受験予約が可能な試験運営サービスです。 

 

＜試験会場が近くにある＞ 
試験の規模を問わず、常時全国 47 都道府県の試験センターを利用可能です。受験者は最寄りの試験会場を

利用できます。 

 

＜受験日の変更が自由＞ 
受験日の 1 営業日前まで、受験会場や受験時間の変更ができるため、急用などにより受験機会を失うことな

く、都合の良い会場と時間に変更ができます。 

 

1．受験申込の流れ 
9 月下旬頃、弊協会 HP にて WEB 申込ページをご案内します。下記に従い受験予約を行ってください。 

WEB 申込完了後、修了証の提出をもちまして、申込完了とさせていただきます。 

 

手順１：WEB 申込（9 月下旬頃、弊協会 HP 新着情報に掲載） 

① 受験者情報の登録 

・受験者の連絡先等の情報を登録 

・登録完了後 ID、パスワードの発行 

＊スマートフォンからの申込も可能です 

 

② 試験会場予約 

１受験希望日、希望地域の選択 

２希望日・希望地域に該当する会場を選択 

 

③ 受験料のお支払い 

・クレジットカード、コンビニ、銀行支払い（Pay-easy）に対応 

・収納確認後に受験票をメール自動送信 

＊受験料のお支払いが確定すると、受験予約は完了となります。 

＊変更する場合は受験予約画面から行えます。 

 

申込完了メール（受験票）が受信できない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。 

お問合せ先 

JJS サポートセンター 

Tel:0120-046-336(9:00~18:00※年末年始を除く) 

お問い合わせフォーム：https://www.jjstc.com/jjstc/2-1.html 

 

手順 2：修了証の提出（10 月 25 日（月）消印有効） 
WEB 申込み完了後、受験要項に同封の「修了証提出書類」に必要事項をご記入、裏面に認定校または認定

教室発行の修了証コピーを添付の上、簡易書留にて事務局までご送付ください。  

※返信用封筒をお持ちの方はそのまま投函してください。 

書類ご送付先 

〒113-0021 東京都文京区本駒込 3 丁目 20-3 講談社 FS ビル 9 階 

特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会 事務局 



【ご注意】 

＊WEB 申込完了後、修了証の提出をもって申込完了とさせていただきます。修了証が確認できない場合、

試験に合格されましても資格認定いたしませんので、予めご了承ください。 

 

 

2．受験当日の流れ（受験方法） 

① 受験票と本人確認 

会場に到着しましたら、受付にて受験確認書（受験票）と本人確認書類をご提示いただき、試験監督官が

受験者一覧から本人確認を行います。 

＊本人確認書類については、下記「6.試験当日にご用意するもの」にて詳細をご確認ください。 

 

② 試験時の注意事項を確認 

受験者は「受験規則同意書」を確認し、試験時における注意事項を把握します。 

また、ここで携帯電話の電源を切って鞄の中にしまっていただきます。 

 

③ 指定の席に座り、ID、PW を入力 

受付が終了しましたら、監督官に案内された席に座り、受験規則同意書に記載のある ID、PW を 

入力しログインをします。  

 

④ 試験開始 

ログイン後、PC 画面に表示される注意事項を読み終わりましたら試験をスタートします。 

 

⑤ 試験終了 

 受験者自身で試験を時間内に終了することもできます。なお、制限時間が経過した場合は自動的 

に試験が終了となります。 

 

⑥ 退室 

 受験規則同意書に退室時間を記入し、試験は終了となります。 

 

【ご注意】 

・試験開始 15 分前までに到着するようにしてください。 

遅刻すると受験ができません。 

・試験内容に関する質問には一切お答え致しません。 

・マシントラブルが発生した場合は、すみやかに試験官まで 

ご報告ください。 

 

 

3．申込期間 

申込期間 10 月 1 日（金）～10 月 25 日（月） 

 

【ご注意】 

＊都道府県により、テスト会場数が異なります。 

＊テスト会場の混雑状況、お申込みのタイミングによっては、ご希望の日時、会場で受験いただけない場 

合もございます。 

＊ご希望の会場、日時に受験いただけるよう、お早めのお申込みを推奨しております。 

＊上記期間内に WEB 申込と修了証の提出をお済ませください。（修了証の提出は 10 月 25 日消印有効） 

 

 

4．試験概要 

受 験 料  12,573 円（税込み・全資格コース共通） 

試験期間    2021 年 11 月 14 日（日）～2021 年 11 月 28 日（日） 

試験当日の流れについては、 

動画でもご覧いただけます。 

QR コードよりご覧ください。 

＊もしくは、「株式会社ジェイ・ジ

ェイ・エス」で検索してください。 



     ＊上記期間の中で、ご都合のよろしい日時に受験してください。 

 試験時間  1 時間（試験時間に合わせて問題数を調整しています） 

 試験方法  ご希望の CBT 試験会場にて、パソコンでの受験 

試験会場  全国 47 都道府県に設置しているテスト会場 

＊テスト会場の空き状況については、 

WEB 申込の際にご確認いただけます。 

＊会場の座席数に限りがあるため、ご希望の日時に 

ご希望の会場で受験いただけない場合もございます。 

お早めのお申込を推奨しております。 

 

 

5. 試験方法・受験資格 
【ハーバルセラピスト】 

試験方法：選択式の学科試験 

受験資格：JAMHA 認定講座ハーバルセラピストコースを修了し、修了証を有する者。 

※過去のハーバルセラピスト認定試験において合格している者の再受験は認められません。 

※認定試験は、メディカルハーブに関する専門家を育成するための教育活動として、JAMHA 会員の資格 

認定を目的に実施しています。ハーバルセラピスト資格認定を受けるためには、試験に合格後、JAMHA 

会員であることが条件となります。未入会の方は、合格後に資格認定を受ける際、入会の手続きを行って 

ください。 

 

【日本のハーブセラピスト】 

試験方法：選択式および記述式の学科試験 

受験資格：JAMHA 認定講座日本のハーブセラピストコースを修了し、修了証を有する者で、ハーバルセ 

ラピスト有資格者であること。 

※過去の日本のハーブセラピスト認定試験において合格している者の再受験は認められません。 

 

【シニアハーバルセラピスト】 

試験方法：選択式および記述式の学科試験 

受験資格：JAMHA 認定講座シニアハーバルセラピストコース（旧:ハーバルプラクティショナーコース 

「植物療法科」）を修了し、修了証を有する者で、ハーバルセラピスト有資格者であること。 

※過去のハーバルプラクティショナー及びシニアハーバルセラピスト認定試験において合格している者の 

再受験は認められません。 

 

【ハーバルプラクティショナー】 

試験方法：選択式および記述式の学科試験 

受験資格：JAMHA 認定講座ハーバルプラクティショナーコース（旧:ハーバルプラクティショナーコース 

「植物化学科」）を修了し、修了証を有する者で、シニアハーバルセラピスト有資格者であること。 

※過去のハーバルプラクティショナー認定試験において合格している者の再受験は認められません。 

 

【ホリスティックハーバルプラクティショナー】 

 試験方法：選択式の学科試験 

受験資格：JAMHA 認定講座ホリスティックハーバルプラクティショナーコースを修了し、修了証を有す 

る者で、ハーバルセラピスト有資格者であること。 

※過去のホリスティックハーバルプラクティショナー認定試験において合格している者の再受験は認めら 

れません。 

 

試験会場は下記QRコードより

ご覧ください。 

＊もしくは、「株式会社ジェイ・ジ

ェイ・エス」で検索してください。 



6．試験当日にご用意するもの（受験確認書・本人確認書類） 
受験票は郵送では発送いたしません。WEB 申込完了・収納確認後、受験確認書（受験票）をご登録の E

メールアドレスに自動送信いたしますので、出力紙またはメール文をテスト会場受付にてご提示ください。 

また、試験当日は本人確認書類を必ずご持参いただき、テスト会場受付にてご提示ください。お忘れの場

合は受験できません。 

【本人確認書類として受理可能な証明書（顔写真付き書類限定）】 

受験の際は下記いずれかの本人確認書類を必ずご持参ください。 

●運転免許証 
 ●パスポート 
 ●社員証※1 
 ●学生証※2 
 ●マイナンバーカード 
 ●住民基本台帳カード 
●国家資格 

※1 受験者ご本人が所属の企業/団体等が発行する「社員証」または「職員証」 

※2 小中学校、高等学校、高等専門学校、大学、公的機関が設置する職業訓練校、都道府県知事が認可する 

専門学校が発行するもの、有効期限切れより 40 日以内は使用可 

 

 

7．合否通知について 
合否通知は、認定試験運営事務局より郵便で通知します。 

【合否通知発送予定日】 2021 年 12 月 20 日（月）頃 

＊12 月 27 日（月）を過ぎても合否通知が届かない場合は、事務局までご連絡ください。 

 

 

8．資格認定手続きについて 
【会員の方】資格認定料：19,800 円（税込み） 

【ハーバルセラピスト合格者で未入会の方】資格認定料＋入会金：35,800 円（税込み） 

※資格認定申請をする際には、会員である必要があります。未入会の方は入会金と年会費を合わせて「認定

料払込取扱票（兼）入会申込書」にて、35,800 円をお振込みください。 

（認定料：19,800 円 ＋ 入会費用：入会金 8,000 円、年会費 8,000 円の合計 16,000 円） 

※なお、今回の認定試験にてご入会いただいた受験者の年会費につきましては、特例として 2022 年度分（会

員期間:2023 年 3 月 31 日まで）とさせていただきます。 

合格者は合否通知に同封の「資格認定手続きのお知らせ」に従って認定料をお振込み後、「認定証交付申請書」

に必要事項をもれなく記入のうえ、返信用封筒にて JAMHA 事務局まで送付してください。 

【認定申請期限】合格通知到着日～2022 年 2 月 28 日（月）※当日消印有効 

手続き完了後「認定証」と「資格名入会員証」を発送いたします。 

※期限を過ぎての申請は認定されませんのでご注意ください。 

 

9．その他 
・試験問題、試験結果に関する質問には一切お答えできません。 

・合格点、合格率は公表していません。合否判定委員会が厳正且つ公正に合否を判定します。 

・JAMHA 会員年度更新の際（毎年 3 月末）、年会費が未納の場合は、資格が喪失します。 

・次回以降への振替受験はご対応できかねます。 

 

お問い合わせ先 

〒113-0021 東京都文京区本駒込 3 丁目 20-3 講談社 FS ビル 9 階 

特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会 事務局 

TEL：03-5809-0382 FAX：03-5809-0374 E-mail：info@medicalherb.or.jp 



2021年 11月認定試験修了証提出書類 

 

WEB 申込完了後、下記必要事項のご記入、裏面に認定校または認定教室発行の修了証のコピーを

添付の上、簡易書留にて事務局までご送付ください。  

※返信用封筒をお持ちの方はそのまま投函してください。 

 

＊WEB 申込完了後、修了証の提出をもって申込完了とさせていただきます。修了証が確認できな

い場合、受験後に合格されましても資格認定いたしませんので、予めご了承ください。 

 

＊下記ご記入いただきました情報を元に、WEB 申込を確認させていただきます。お申込みに関し

て確認事項がある場合、事務局よりご連絡させていただきますので、必ずご連絡先をご記入くださ

い。 

 

氏 名 

ふりがな 

 

会員 IＤ 

＊会員の方のみ会員証記載の6桁の数字をご記入ください。 

生年月日 西暦       年     月    日 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

受験される資格コース名 

＊記入例：ハーバルセラピスト認定試験など 

修了校・修了年月日 
修了校 

修了年月日       年     月    日 

WEB申込日             年     月    日 

受験番号 

＊ WEB申込完了後に受信されたメールに記載しております。 

受験日             年     月    日 

受験会場名 

＊記入例：イーエデュケーションズ札幌テスティングセンターなど 

 



 

 

ここに修了証のコピー、もしくは前回試験の受験票のコピーを添付してください。 

 

 

 


